沖縄発酵ウコン粒

4粒入 10袋
沖縄県産の3種の発酵秋ウコン、発酵春ウコン、
発酵紫ウコンを使用し、
さらに還元型クルクミノ
イドを50mg配合しました。

筋骨草配合グルコサミン 310粒
グルコサミンを1,600㎎配合し、筋骨草エキス、
Ⅱ
型コラーゲンペプチド、
コンドロイチン硫酸、
ヒア
ルロン酸をプラスしました。

こども ももの葉
ボディソープ 500ml

桃の葉エキス配合の弱酸性・
植物性洗浄成分使用の泡タイ
プの全身シャンプーです。
無香料・無着色・無防腐剤・
弱酸性

こども ももの葉
洗濯洗剤 800ml

デリケートな赤ちゃんの衣類
や、
きなり・淡色の衣料にも安
心してお使いいただけるももの
葉エキス配合の洗濯洗剤です。

こども ももの葉
クリーム 120g

保湿成分桃の葉エキス、
セラミ
ドがお子様の肌を守り、保湿成
分ヒアルロン酸がお肌に潤い
を与え、
すこやかに保ちます。

CORPORATION
商品案内

納豆キナーゼ4800FU

80粒
滞りのない毎日をサポートする
「ナットウキナー
ゼ」
を、手軽に摂取して頂けるよう、
ソフトカプセル
に高配合した、栄養補助食品です。

DHA&EPA オメガ３ １０００ 120粒
カツオ・マグロの
「DHA」
・
「EPA」、
アマニ油の
「αリノレン酸」
といった、3つのサラサラ成分「オメガ
3脂肪酸」
を高配合した栄養補助食品です。

国産馬油配合
ベビーオイル

300ml
低刺激のミネラルオイル配合で
赤ちゃんやデリケートなおとな
の肌にも毎日使えます。無香料、
無着色、無防腐剤です。

ママベビーバーユ

30g
馬油
（保湿成分）
と植物成分の
オーガニックパルマローザオイ
ル
（香り）
がバランスよく含まれ
たお肌にやさしいクリームです。

ほたて貝の野菜洗い
100g

北海道産のホタテ貝の粉末を
100％使用した天然素材の野
菜洗浄剤です。
野菜や果物の漬け置き洗いに
お勧めします。

会社概要

還元型コエンザイムQ10

60粒
カネカ社製の
「還元型コエンザイムQ１０」
を、1日
2粒で100mgと高単位に配合しました。

還元型コエンザイムＱ1０

30 粒
カネカ社製の
「還元型コエンザイムＱ10」
を、1 日
2 粒中に 100mg 配合した袋タイプです。

馬油１００%

７０ml
香料は使用せず、馬油独特の臭
いを取り除いた優しい使いごこ
ちの馬油です。

馬油石鹸

100g
保湿成分 ( 馬油、
スクワラン )
の配合でお肌をしっとりと保ち
ます。

馬油クリーム + 尿素 230g

馬油に尿素と美容成分のコラー
ゲンとヒアルロン酸配合。無香
料、
アルコールフリー、合成色素
フリーの肌にやさしいクリーム
タイプの馬油。

会社名

株式会社ユニマットリケン

本社 所在地

〒107- 0 062

電話番号

03 -34 08 -14 61（代 表）

FA X番号

03 -34 08 -14 62

創業

1969年7月

設立

20 07年7月30日

資本金

1,0 0 0万円

代表

代 表取 締役社長

UNIM AT RIKEN CORPOR AT ION
東 京都港区南青山２- 7 - 28

髙橋

洋平

事業内容
健 康食品、自然食品の製 造 販売及び 輸出入
化粧品の製 造 販売及び 輸出入

医薬部外品の製 造 販売及び 輸出入
医療器 具の販売及び 輸出入

NMN10000＋還元型コエンザイム Q10
80 粒

NMN(β- ニコチンアミドモノヌクレオチド )を１箱
（８０粒）
当たり 10,000 ㎎配合し、
さらに還元型
コエンザイム Q10 を配合した栄養補助食品です。

ヨーグルト１０個分の乳酸菌

62粒
ヨーグルト10個分の乳酸菌に相当する1000億
個分の乳酸菌を含む4種類の乳酸菌配合。

楽楽足裏シート

30 枚入
よもぎ•ミント•ラベンダー•さくら
お好みの香りでリラックス、
トルマリンのマイナスイオンとゲルマニウムのパワーでスッキリ、
リフレッシュ。
忙しい毎日を癒します。

食料品(菓子 類・麺 類 及び 味噌・醤油などの調味料)の販 売
直営店舗運営

2 02 2 年1月改 訂

こどもDHAドロップグミ

90粒
おいしいみかん風味の味付けのDHAドロップグミ
です。
お子様をはじめ、大人も安心して召し上がっ
ていただける食べやすいサイズのグミに仕上げま
した。

こどもDHA+ビタミンD
ドロップグミ 90粒

おいしいピーチ風味の味付けのDHA+ビタミンD
ドロップグミです。
お子様をはじめ、大人も安心し
て召し上がっていただける食べやすいサイズのグ
ミに仕上げました。

こども肝油＆乳酸菌 ドロップグミ

こども肝油 ドロップグミ(イチゴ風味)

おいしいぶどう味の乳酸菌配合の肝油ドロップグミ
です。
お子様をはじめ、大人も安心して召し上がっ
ていただける食べやすいサイズのグミに仕上げま
した。

おいしいイチゴ風味の味付けの肝油ドロップグミ
です。
お子様をはじめ、大人も安心して召し上がっ
ていただける食べやすいサイズのグミに仕上げま
した。

100粒

こども肝油 ドロップグミ

100粒
おいしいバナナ風味の味付けの肝油ドロップグミ
です。
お子様をはじめ、大人も安心して召し上がっ
ていただける食べやすいサイズのグミに仕上げま
した。

こどもプロテイン＆カルシウム＋V.D
90粒

おいしいココア味のプロテイン＆カルシウム＋
V.D チュアブルです。噛んでそのまま食べられる
チュアブルタイプのタブレットに仕上げました。

90粒

こどもオッキクナーレ
いちごミルク風味 200g

いつもの牛乳に本品を混ぜるだけで、
カルシウム
やビタミンD、鉄、
オメガ3(n-3系)脂肪酸のDHA、
乳酸菌、
α-GPC、
アルギニンが摂取できる成長サ
ポート飲料です。

こども乳酸菌カルシウムチュアブル
90粒

おいしいヨーグルト風味の味付けの乳酸菌カル
シウムチュアブルです。噛んでそのまま食べられる
チュアブルタイプのタブレットに仕上げました。

こどもＩＱチュアブル 45粒

こどもビタミンD＆ビタ

そのままかんで食べられる、
オレ ミンC KT-11乳酸菌
ンジ風味のDHA、
EPA、GABA
チュアブル 30粒
が摂取できるチュアブルタブレッ そのままかんで食べられる、
ぶど
トです。15日分。
う風味のビタミンD、
ビタミンC、
KT-11乳酸菌が摂取できるチュ
アブルタブレットです。15日分。

こどもIQキャンディ

10本
DHAを配合した棒付きキャンディです。
いちご味とオレンジ味のアソートキャンディで
見た目も楽しく、
２つの味がお楽しみ頂けます。

バターコーヒー 14 杯分
ベトナム産コーヒーに MCT オイル、無塩バター
を配合した糖類控えめのバターコーヒーです。
ダイエットが気になる、運動を心がけている、
スタイリッシュな大人向けのコーヒーです。

K-1乳酸菌 青汁 30袋
お米由来のK-1乳酸菌と九州産の大麦若葉、
ケールを配合した、
おいしい青汁です。

おやつにサプリZOO
40粒 乳酸菌+カルシウ
ム+V.D

こどもカルシウム+ビタミンD
チュアブル チョコレート風味 45粒

2粒で乳酸菌20億個、
カルシウ
ム230㎎、
ビタミンD5㎍が摂取
できるミックスフルーツヨーグ
ルト風味のタブレットです。

そのままかんで食べられる、チョコ
レート風味のカルシウム、ビタミン
D、α-GPC、アルギニンが摂取できる
チュアブルタブレットです。15 日分。

こどもカルシウム＋乳酸菌キャンディ
10本

カルシウム、乳酸菌を配合した棒付きキャンディで
す。
ヨーグルト味といちごヨーグルト味のアソート
キャンディで見た目も楽しく、
２つの味がお楽しみ
頂けます。

大人の賢い粉ミルク

300g
北海道産のスキムミルクにマグロ精製魚油由来の
DHA、
牛乳から抽出したラクトフェリン濃縮物、
ミ
ルクプロテイン配合の大人のための栄養サポート
ミルクです。

アサイービューティースムージー
200g

パワーフルーツアサイーにキウイ酵素、林檎ファイ
バー、
９種類の緑黄色野菜青汁を配合。
スッキリ
キレイを目指す方に。

おやつにサプリZOO
乳酸菌+カルシウム+D

おやつにサプリZOO
40粒 マルチビタミン

おやつにサプリZOO
40粒 鉄＋葉酸

2粒で鉄12mg、葉酸240㎍、
ビ
タミンB6 1.4mg、
ビタミンB12
2.8㎍が摂取できるぶどう風味
のタブレットです。

おやつにサプリZOO
40粒 持続型ビタミンC

150粒
2粒で乳酸菌20億個、
カルシウ
ム230㎎、
ビタミンD5㎍が摂取
出来るミックスフルーツヨーグ
ルト風味のタブレットです。

2粒で、1日分の10種類のビタミ
ンが手軽に摂取できるパイナッ
プル風味のタブレットです。

2粒でビタミンC400㎎、糖転移
ヘスペリジン2㎎が摂取出来る
レモン風味のタブレットです。

おやつにサプリZOO
鉄＋葉酸 150粒

おやつにサプリZOO
ブルーベリー+ルテイン

150粒
2粒でブルーベリー果汁パウ
ダー44㎎、
ルテイン0.44㎎、
ビタミンＡ250㎍が摂取出来る
ブルーベリー風味のタブレット
です。

おやつにサプリZOO
マルチビタミン 150粒

2粒で10種類のビタミンと14
種類の野菜等の成分が摂取出
来るパイナップル風味のタブ
レットです。

おやつにサプリZOO
コラーゲン＋ヒアルロン
酸＋プラセンタ 150粒

おやつにサプリZOO
マカ 150粒

おやつにサプリZOO
ビタミンC 150粒

2粒で鉄12㎎、葉酸200㎍が
摂取出来るブドウ風味のタブ
レットです。

2粒でコラーゲン200㎎、
ヒアルロン酸1㎎、
プラセンタエ
キス5㎎が摂取出来るピーチ風
味のタブレットです。

2粒でマカエキス末20㎎、亜鉛
4㎎、1日に必要なビタミンB1、
オレ
ビタミンB6が摂取出来る、
ンジ風味のタブレットです。

2粒でビタミンC400㎎、
カムカ
ム果汁粉末20㎎が摂取出来る
レモン風味のタブレットです。

冲绳发酵姜黄粒 4 粒 ×10 袋

配合筋骨草 氨基葡萄糖 310 粒

儿童 桃子叶沐浴露 500ml

儿童 桃子叶洗衣液 800ml

儿童 桃子叶护肤霜 120g

使用冲绳产的秋姜黄、
春姜黄和紫姜黄等 3 种发

本品是配合 1,600mg 的氨基葡萄糖，
另加了植

含有桃叶提取物的弱酸性和使用

含有桃叶提取物的洗衣液，
可

含有保湿成分的桃叶提取物和

透明质酸。

露。无香味・无着色・无防腐剂・
弱酸性

服装和浅色衣服。

并含有透明质酸保湿成分滋润
皮肤，
保持皮肤健康。

酵姜黄，
并添加了 50 ㎎还原姜黄素。

物筋骨草提取物、
Ⅱ型胶原蛋白肽、
硫酸软骨素和

蔬菜清洁成分的全身泡沫型沐浴

以放心使用于精致易损的婴儿

神经酰胺可保护儿童的皮肤，

CORPORATION
佑玛道理研

商 品 介 绍
纳豆激酶 4800FU 80 粒

DHA&EPA 欧米茄 3 1000 120 粒

这是一款高配合的纳豆激酶软胶囊，
是向希望可
以轻松摄取纳豆激酶的人士推荐的营养补助食
品。

这是一款鲣鱼，
金枪鱼所含的“ DHA”
“
， EPA”
和亚麻籽油“α- 亚麻酸 ”等三种光滑成分“ 欧
米茄 3 脂肪酸 ”高配合的一种膳食补充剂。

国产马油配方
婴儿油 300ml
使用低刺激的矿物油，
不仅是
婴儿，
皮肤细腻的人士也可以
每天使用。
无香料，
无染色料，
无防腐剂。

妈妈婴儿马油 30g
配合马油
（保湿成分）
和植物成
分的有机玫瑰草油
（香味）
的天
然护肤霜。

扇贝钙的蔬菜清洗
100g
北海道产的扇贝粉末 100% 使
用的天然素材的蔬菜清洗剂。
推荐蔬菜或水果的浸泡清洗。

公司概要
公司名称

株式会社 UNIMAT RIKEN
UNIMAT RIKEN CORPORATION

公司所在地

〒107-0062
東京都港区南青山2-7- 28

还原型辅酶 Q10 60 粒
由 KANEKA 公司生产的“ 还原型辅酶 Q10”
，
1
天 2 粒含有 100 毫克高单位的成分。

还原型辅酶 Q10 30 粒
每天 2 粒中含有 100 ㎎ KANEKA 公司制造的
「还原型 辅酶 Q10」
的袋装产品。

马油100% 70ml

马油香皂 100g

马油霜 + 尿素 230 克

电话号码

T E L ＋81-3-3408-0933

不使用香料，但去除了马油的
独特气味，是一款温和且易于
使用的马油。

本品配合保湿成分（马油，角
鲨烷）可帮助保持有弹力的肌
肤。

本产品配合马油 ( 保湿成分 )，尿素，胶原
蛋白，玻尿酸 ( 保湿成分 )，处方浓密的
保湿霜。本产品是无香料，无酒精，不含
合成染料的对肌肤没有刺激的护肤霜。

传真号码

FAX ＋81-3-3408-1462

创业时间

1969年7月

设立时间

2007年7月30日

注册资金

1,000万日元

董事长

高桥 洋平

事业内容
健康食品，自然食品制造销售及进出口
化妆品制造销售及进出口
医药部外品的制造销售及进出口
医疗器具的销售及进出口

NMN10000+ 还元型辅酶 Q10 80 粒

10 個酸奶同量的乳酸菌

62 粒

一箱
（80 粒）
中含有 10,000 毫克 NMN
（β- 尼古丁
酰胺单核苷酸）
并且配合还元型辅酶 Q10 的营养
补助食品。

含有同 10 個酸奶所含相当 1000 亿个乳酸菌的
4 種乳酸菌配合的产品。

乐乐足贴 30 枚装
艾草，
薄荷，
薰衣草，
樱花
按照喜好的香味放松，
电气石负离子和锗的力量清爽，
舒适。
治愈忙碌的一天。

食品（点心类·面食和味噌、酱油等调味料）的销售
直营店铺经营

2022 年1 月修订

儿童 DHA 软糖 90 粒

儿童 DHA＋维他命 D 软糖 90 粒

儿童 IQ 咀嚼片 45 粒

美味橘子风味的 DHA 软糖。
是一款儿童成人都

美味桃子风味的 DHA 加上维他命 D 的软糖。
是

本品可摄取 DHA、
EPA、
GABA，

可安心食用的大小适中的软糖。

一款儿童成人都可安心食用的大小适中的软糖。

儿童维生素 D＆维生素C
KT-11 乳酸菌咀嚼片 30粒

并是可以直接食用的橙子口味咀 可直接食用的葡萄味维生素
嚼片。
15 天分。
D+ 维生素 C 和 KT-11 乳酸菌

咀嚼片。
成人和儿童均可 享用。
15 天分。

儿童 钙 + 维生素 D 咀
嚼片 巧克力风味 45 粒

服用 2 粒可摄取铁 12 ㎎，
叶酸
240 ㎍，
维生素 B6 1.4 ㎎和维

生素 B12 2.8 ㎍的葡萄风味咀
嚼片。

的咀嚼片。
15 天分。

熊本熊 儿童肝油软糖 草莓味 90 粒

儿童 IQ 糖果 10 根

儿童钙＋乳酸菌糖果 10 根

使用熊本县产的草莓的草莓味软糖肝油丸。
是一款儿童成人都可安心食用的大小适中的软
糖。

儿童 IQ 糖果为含有 DHA 的棒棒糖。
外观漂亮，
可同时享受草莓和橘子 2 种味道的什錦糖果。

儿童钙 + 乳酸菌棒棒糖，
配合了容易缺乏的钙和
乳酸菌，
可供儿童及其家人享用。
可以享受酸奶，
草莓酸奶两种口味的棒棒糖。

儿童肝油水果软糖 100 粒

儿童成长钙粉草莓牛奶味 200g

防弹咖啡 14 杯份

成人脱脂奶粉 300g

可以补给美味营养素的香蕉口味的肝油水果软
糖。
是一款儿童成人都可安心食用的大小适中的

只需将本产品与普通牛奶混合即可摄取钙和帮
助钙吸收的维生素Ｄ、
另外还混合了铁、
欧米加 3

越南产咖啡加上 MCT 油、
是一款无盐黄油配方，
控制糖分了的黄油咖啡。
推荐给想要减肥，
喜爱

北海道产的脱脂牛奶，
配合精制的金枪鱼油由来
DHA, 牛奶中抽取的乳铁蛋白浓缩物，
乳蛋白等 ,
微甜爽口，
专为成人提供的营养辅助牛奶。

运动人士的成人时尚咖啡。

服用 2 粒可摄取乳酸菌 20 亿

钙、
维生素 D、
α-GPC、
精氨酸

美味的葡萄口味，
并配合乳酸菌的肝油软糖，
是
一款儿童成人都可安心食用的大小适中的软糖。

（ｎ-3 系）
脂肪酸 DHA、
乳酸菌、
α-GPC、
精氨酸
的草莓牛奶风味的成长帮助型饮品。

ZOO 咀嚼片 40 粒 铁
+ 叶酸

个，
钙 230 ㎎ , 维他命 D5 ㎍的
混合水果酸奶风味咀嚼片。

可直接食用的巧克力味的含有

儿童肝油＆乳酸菌软糖 100 粒

软糖。

ZOO 咀嚼片 40 粒 乳
酸菌 + 钙 +V.D

儿童蛋白质＆钙片 +V.D 咀嚼片 90 粒

儿童乳酸菌钙片 90 粒

K-1 乳酸菌 青汁 30 袋

阿萨伊巴西莓 美丽奶昔 200g

美味可可味道的儿童蛋白质＆钙片 +V.D 咀嚼
片小孩，大人均可食用。

乳酸菌，
钙配方的直接咀嚼服用的酸奶风味咀嚼
片。
不仅是小孩，
大人也可以服用。

采用来自大米的 K-1 乳酸菌，
配合九州产的大麦
若叶和羽衣甘蓝，
是一款可口的青汁饮品。

在被称为力量水果的巴西莓中配合了奇异果酵
素、
苹果纤维和其他 9 种绿黄色蔬菜青汁等。
推
荐给追求仟瘦美丽的人士。

零食中的补充食品 ZOO
乳酸菌 + 钙 +D 150 粒

ZOO 咀嚼片 40 粒 综
合维他命

ZOO 咀嚼片 40 粒
持续型维生素 C

2 粒中可摄取乳酸菌 20 亿个，

钙 230 ㎎，
维他命 D5 ㎍的混
合水果酸奶风味的片剂。

服用 2 粒即可轻松摄取一天所
需 10 种维生素的菠萝风味咀
嚼片。

服用 2 粒可以摄取维生素
C400 ㎎，
糖转移的橙皮苷 2
㎎的柠檬风味咀嚼片。

零食中的补充食品 ZOO
铁 + 叶酸 150 粒

零食中的补充食品 ZOO
蓝莓 + 叶黄素 150 粒

零食中的补充食品 ZOO
综合维他命 150 粒

2 粒中可摄取铁 12 ㎎，
叶酸

2 粒可摄取蓝莓果汁粉末 44
㎎，
叶黄素 0.44 ㎎，
维他命
A250 ㎎的蓝莓味咀嚼片。

2 粒中可摄取 10 种维他命和
14 种蔬菜等成分的菠萝风味
的片剂。

零食中的补充食品 ZOO
胶原蛋白 + 透明质酸 + 胎盘素
150 粒

零食中的补充食品
ZOO 玛卡 150 粒

零食中的补充食品
ZOO 维他命 C 150 粒

2 粒可摄取玛卡提取物粉末
20 ㎎，
锌 4 ㎎，
1 日所需的维
他命 B1，
维他命 B6 的橙味片
剂。

2 粒中可摄取维他命 C400 ㎎，
卡姆果果汁粉末 20 ㎎的柠檬
风味的片剂。

200 ㎍的葡萄风味的片剂。

2 粒中可摄取 10 种维他命和
14 种蔬菜等成分的桃子风味的
片剂。

Okinawa Fermented Turmeric Tablet
4P 10 sachets

Contains 3 types of fermented turmeric from
Okinawa : fermented turmeric, fermented wild
turmeric and fermented zedoary, as well as 50 ㎎ of
active form of curcuminoids.

Glucosamine with Ajuga Decumbens Extract
310P
Contains 1,600 mg of Glucosamine, plus Ajuga
decumbens extract, Type II collagen peptide,
Chondroitin and Hyaluronic acid.

Kids Peach Leaf Body
Soap 500ml

Full body shampoo (foami㎎ type) with
Peach leaf extract. No fragrance, no
coloring, no preservatives, and weakly
acidic, are safe for children. Contains
Amino acids to wash hair and body gently.
Low stimulus for children to adults.

Kids Peach Leaf
Laundry Detergent
800ml

A laundry detergent with peach
leaf extract. Safe to use for
delicate baby clothes, and on
light-colored clothing.
Environmentally friendly.

Kids Peach Leaf Cream
120g

Moisturizing cream with Peach leaf extract.
No fragrance, no coloring, no mineral oil,
and weakly acidic. Recommended for kids
and people have sensitive skin. Peach leaf
extract, Ceramide and Hyaluronic acid
moisturize and protect skins.

CORPORATION
Product Introduction

Nattokinase 4800FU 80P

A dietary supplement containing a high amount of
"Nattokinase" in soft capsules for easy intake to
support healthy circulation.

DHA&EPA Omega-3 1000 120P

A dietary supplement that contains a high level of
Omega-3 fatty acids, such as DHA and EPA from
bonito and tuna, and Alpha-linolenic acid from
flaxseed oil.

Baby Oil With Japanese
Horse Oil 300ml

Contains the Hypoallergenic
mineral oil which can be used for
babies and everyone with
sensitive skin everyday.
Fragrance-free, Color-free and
100% preservative-free.

Mom And Baby Bayu
30g

Natural cream blended with
Horse oil and Organic Palmarosa.
Since it's made from natural
ingredients, it can be used for the
face area and the body of babies,
and also for breast care for
mothers.

Scallops seashell powder
100g

This vegetable cleanser made up
of 100% natural seashells of local
HOKKAIDO Scallops. This cleanser
is recommended for soaking and
washing both Vegetables and
Fruits.

Company Profile
Active Form Of Coenzyme Q10 60P

Formulated with 100 ㎎ of Coenzym Q10
manufactured by Kaneka Corporation in 2 capsules
as daily intake. This Coenzyme is "Active form" and
functions directly inside the body.

Active Coenzyme Q10 30P

Formulated with 100 of Coenzym Q10 manufactured
by Kaneka Corporation in 2 capsules as daily intake.
Comes in an aluminum bag to carry easily.

100% Horse Oil 70ml

Horse oil cream without fragrance.
The distinct smell of horse is
removed by partialy
hydrogenation.

Horse Oil Solid Soap 100g

Formulated with moisturizer
(Horse oil and Squalane) to keep
your skin firm and moisturized.

Horse Oil Cream+Urea 230g
Horse oil combined with Urea and
beauty ingredients Collagen and
Hyaluronic acid. This cream-type
horse oil is fragrance-free,
alcohol-free, synthetic dye-free,
and gentle on the skin.

Company Name

UNIMAT RIKEN CORPORATION

Head O ffice

2-7-28
Minamiaoyama, Minato-ku, Tokyo

Phone

+81-3-3408-0933

Fax

+81-3-3408-1462

Founded

July 1969

Established

July 2007

Capital

￥10million (Unimat Group)

President and CEO

Yohei Takahashi

Our Business
Manufacturer, Wholeseler and Importer/Exporter of Health Foods,
Natural Foods, Cosmetics, Quasi-Drugs, and Medical apparatus.

NMN10000 Active form of Coenzyme Q10
80P
A dietary supplement containing 10,000 ㎎ of NMN
(β-nicotinamide mononucleotide) per box (80
capsules), plus Active form of coenzyme Q10.
Recommended for people who want to stay young.

Yogurt Supplement with Lactic Acid
Bacteria 62P

Contains 4 kinds of Lactic acid bacteria including 100
billion Lactic acid bacteria equivalent to 10 cups of
Yogurt.

RAKURAKU Relaxing Sheet For Sole 30 Sheets
Mugwort / Mint / Lavender / Cherry Blossom

Relax with your favorite flavor. Formulated with Negative ion of Tourmaline and Germanium to make you feel
refreshed. It supports for who lead busy days.

Seller of Foods (Snacks, Noodles and Seasonings such as Soy sauce and
Soybean paste)
Store operation
2 02 2 年1月改 訂

DHA Drop Gummy For Kids 90P
This is a Mikan (Japanese Orange) flavor gummy
which contains DHA. Good for everyone from
children to adults. Even children dislike fish can
enjoy to consume with a Mikan flavor.

KANYU & Lactic Acid Bacterium Drop
Gummy For Kids 100P

This tasty grape-flavored gummy contains Vitamin A,
Vitamin B6 and Vitamin D, plus Lactic acid bacterium. The
gummy is a good size for everyone from children to adults.

Kanyu Drop Gummy For Kids 100P
This Banana flavor gummy is a food with nutrient
function claims and good for everyone from children
to adults to take Vitamins easily.

Protein&Calcium+V.D Chewable
Tablet For Kids 90P

Cocoa-flavored chewable tablets containing Protein,
Calcium and Vitamin D. Recommended for growing
children and the youth who have a love for sports.

DHA + Vitamin D Drop Gummy
For Kids 90P

This is a Peach flavor gummy which contains DHA
and Vitamin D. Good for everyone from children to
adults. Even children dislike fish can
enjoy to consume with a Peach flavor.

Kanyu Drop Gummy For Kids
(Strawberry) 90P

This tasty strawberry-flavored gummy is a food with
nutrient function claims. The popular mascot
character “Kumamon” is on the package.

OKKIKUNA-RE For Kids
(Strawberry Milk Flavor) 200g

Strawberry milk flavored growth support drink. Easy
to mix with milk. Contains Calcium, Vitamin D, Iron,
Omega-3 (n-3) fatty acid DHA, Lacticacid bacteria,
Alpha-GPC, and Arginine.

Lactic Acid Bacterium Calcium
Chewable Tablet For Kids 90P

Yogurt-flavored chewable tablets containing Lactic acid
bacteria and Calcium. Since Calcium, Vitamin C, Vitamin
D and Lactic acid bacteria can be taken, it's
recommended for growing children.

IQ Chewable For Kids
45P

An orange-flavored chewable tablet
for children that provides DHA, EPA,
and GABA at the same time to
support their learning ability. 15 days
supply.

Supplement ZOO Series For
Snacks 40P Lactic Acid
Bacteria+Calcium+V.D

Supplement ZOO Series For
Snacks 40P Iron+Folic acid

Supplement Zoo Series For
Snacks Lactic Acid Bacteria +
Calcium + Vitamin D 150P

Supplement ZOO Series For
Snacks 40P Multiple Vitamin

Stick candies containing Calcium and Lactic acid
bacteria that kids tend to lack. Can be taken by kids to
adults. Two flavors of plain yogurt and strawberry
yogurt in one bag.

2 billion of Lactic acid bacteria,
Calcium 230mg and Vitamin D 5μg are
contained in 2 tablets. Mixed fruit
yogurt flavor chewable tablets like
snacks.150 tablets for 75 days.

Supplement ZOO Series For
Snacks 40P Sustained Release
Vitamin C

Smart Milk Powder For Grown-ups 300g

Supplement Zoo Series
For Snacks Iron + Folic
Acid 150P

Supplement Zoo Series
For Snacks
Multivitamins 150P

Nutrition support milk for adults. Blended with Skim
milk from Hokkaido, the smell-less DHA derived from
Tuna, Lactoferrin concentrate, and Milk protein.
Slightly sweet.

Iron 12mg and Folic Acid 200μg
are contained in 2 tablets.Grape
flavor chewable tablets like
snacks.150 tablets for 75 days.

Supplement Zoo Series
For Snacks Blueberry +
Lutein 150P

Acai Beauty Smoothie 200g

Supplement Zoo Series For
Snacks Collagen + Hyaluronic
Acid + Placenta 150P

Supplement ZOO Series For
Snacks Maca 150P

Supplement Zoo Series For
Snacks Vitamin C 150P

Vitamin D & Vitamin C Lactic
Acid Bacterium (KT-11)
Chewable Tablet For Kids 30P
Grape flavored chewable tablet that
contains Vitamin D, vitamin C and lactic
acid bacterium KT-11. Both children
and adults can eat. 15 days supply.

IQ Candy For Kids 10 Sticks
Stick candies containing DHA. Since using smell-less
DHA, it's recommended for children who don't like
smell of fish. An assortment of a strawberry flavor and
an orange flavor.

Butter Coffee For 14 Cups

A low-sugar Butter Coffee blended with Vietnamese
coffee, MCT (Medium Chain Triglcerides) oil and
Unsalted butter. This stylish adult coffee is
recommended for people who are on a diet and who
exercise.

Lactic Acid Bacteria（K-1） Young Barley
Grass Powder 30 Bags

Tasty powder green juice containing rice-derived
Lactic acid bacteria (K-1), Barley leaf porder and Kale
from Kyushu.

Calcium + Vitamin D
Chewable Tablet For Kids
Chocolate Flavor 45P

Mixed fruit yogurt flavor chewable
tablets provide 2 billion lactic acid
bacteria, 230 mg of calcium and 5
㎍ of vitamin D in 2 tablets. Comes
in an aluminum bag to carry easily.

Chocolate flavored chewable tablet
that contains Calcium, Vitamin C,
Alpha-GPC, and Arginine. 15 days
supply.

Calcium + Lactic Acid Bacteria Candy
For Kids 10 Sticks

Contains power fruits Acai, Kiwi enzyme, Apple fiber,
and 9 kinds of Green and Yellow vegetables. For
those who care about beauty.

Collagen 200mg, Hyaluronic Acid
1mg, Placenta extract 5mg and
Vitamin C 80mg are contained in 2
tablets.Peach flavor chewable
tablets like snacks.150 tablets for
75 days.

Pineapple flavor chewable tablets
provide a daily dose of 10 vitamins in
just two tablets. Comes in an
aluminum bag to carry easily.

Blueberry juice powder 44mg,
Lutein 0.44mg and Vitamin A
250µg are contained in 2 tablets.
Blueberry flavored chewable
tablets like snacks.
150 tablets for 75 days.

Maca extract powder 20mg, Zinc
4mg, plus the daily requirement
of Vitamin B1 and Vitamin B6, are
contained in 2 tablets.Orange
flavor chewable tablets like
snacks.150 tablets for 75 days.

Grape flavor chewable tablets
provide 12mg of iron, 240㎍ of
folic acid, 1.4mg of vitamin B6 and
2.8㎍ of vitamin B12 in two tablets.
Comes in an aluminum bag to
carry easily.

Lemon flavor chewable tablets provide
400 mg of vitamin C and 2 mg of
glucosyl hesperidin in two tablets.
Comes in an aluminum bag to carry
easily.

10 kinds of Vitamins and 14 kinds
of Vegetable components are
contained in 2 tablets.Pineapple
flavor chewable tablets like
snacks.150 tablets for 75 days.

Vitamin C 400mg and CamuCamu
fruit juice powder 20mg are
contained in 2 tablets.Lemon
flavor chewable tablets like
snacks.150 tablets for 75 days.

